
姿勢を正す（腰骨を立てる）

校 長 安田 一也

この度の平成２８年熊本地震で亡くなられた方、お怪我をなされた方にお悔やみ

を申し上げますとともに、被災し不自由な生活を余儀なくされている方々に対し、

心よりお見舞い申し上げます。

新緑が目にまぶしい風薫る五月。雲ひとつない青空に向かって、伸び伸びと葉を

広げる若葉に志木二小の子どもたちの活気あふれる姿が重なります。

さて、本校では、学校教育目標の具現化に向け、年間生活目標を掲げて、３つの

「あ （あいさつ・あとみぐせ・あきらめない心）を合言葉とし、望ましい基本的な」

生活習慣の定着を図っています。今年度は、新たに「正しい姿勢」の保持に気をつ

けることを加えました。昨年度を振り返り、日々の授業や各種の学校行事や学年行

事などを通して子どもたちの姿勢が必ずしも良いとは言えないと感じたからです。

ご家庭でのお子さんの様子はいかがですか？勉強をしている時だけでなく、食事

をしている時、テレビを観ている時、ゲームで遊んでいる時などの何気ない姿勢に

も気を留めてみてください。

腰骨を立てて正しい姿勢を保持することは、古くから

禅や剣道・柔道等の武道、茶道・華道、芸能などの芸道

、 。で根付き 経験則としてその効果が実証されてきました

それを教育に取り入れている学校もあり、①やる気が起

こる②集中力が増す③持続力が増す④行動が機敏になる

⑤内臓の働きがよくなり、健康的になる⑥精神や身体の

（兵庫県西脇市教育委員バランス感覚が鋭くなる⑦身のこなしや振る舞いが美しくなる

などの効果が期待できると報告されています 「身心相即」(しんしんそ会資料参考） 。

うそく) ｢心を立てようとすれば先ず身を起こせ｣の言葉のとおり、人は心と体が一:

体であるという考え方に通じています。｢学習に対する意欲や関心は正しい姿勢に現

、 、 。れ 正しい姿勢をとることで 学習に対する意欲や関心が生まれる｣ということです

これまで重視している３つの「あ」の取組も、正しい姿勢を心がけさせることと

の相乗効果により、一層積極的に実践することにつながるものと捉えています。

平成２８年５月号

志木市立志木第二小学校

埼玉県志木市館１丁目２番１号

電 話 ４７２－０５４０

進んで学ぶ子 心の豊かな子 体をきたえる子学校教育目標

児童数 １学年 ２学年 ３学年 ４学年 ５学年 ６学年 たんぽぽ ５／１現在 昨年同時期

７６ ８５ ９９ ８８ ８５ ９０ １６ ５３９名 ５５７名

志木二小だより





１日(水) ＰＴＡプール清掃 １６日(木) クラブ活動
２日(木) 給食費集金日 クラブ活動 １７日(金) 菊の定植（６年）社会科見学（４年）

社会科校外学習（３年） ２０日(月) おはなしぽけっと(たんぽぽ、１年)
３日(金) 児童・職員プール清掃 ２１日(火) 社会科見学（５年）
４日(土) 春の枝降ろし(午前) 予備日１８日 ２２日(水) ５年脊柱側彎症検査
６日(月) おはなしぽけっと（２年） ２３日(木) 歯科保健指導（た、１、３、５年）クラブ活動
７日(火) プール開き集会 自転車教室(４年) ２５日(土) 交通安全子供自転車埼玉大会

表札訪問開始（た、１年生家庭訪問） ２８日(火) 授業参観・懇談会（３、４年）
９日(木） なかよしオリエンテーリング 委員会活動 ２９日(水) 授業参観・懇談会（た、５、６年）

１４日(火) 新体力テスト開始 ３０日(木) クラブ活動

１４日 (土) 市内まるごとクリーン作戦
２日 (月) 視力・聴力検査（１年） １６日 (月) おはなしぽけっと(たんぽぽ、１年)

社会科校外学習（３年） ＰＴＡ会費集金日

３日 (火) 憲法記念日 １９日 (木) 耳鼻科検診（全学年）運動会係活動

４日 (水) みどりの日 ２１日 (土) 逆上がりができるぞ教室（本校会場）

５日 (木) こどもの日 志木第二中学校体育祭

６日 (金) なかよしタイム（チーム開き集会） ２５日 (水) 音楽朝会

９日 (月) おはなしぽけっと(２年生) ２６日 (木) 運動会係活動

内科検診（た、１、３、５年） ２７日 (金) 運動会前日準備 ４時間授業(１～４年)

１０日 (火） 内科検診（２、４、６年） ２８日 (土) 運動会（雨天時：月曜授業、弁当持ち）

心臓検診（１年）ＰＴＡ総会 ２９日 (日) 運動会予備日

１１日 (水) 校長講話 ３０日 (月) 運動会振替休業日
１２日 (木) 給食費集金日 眼科検診（全学年） ３１日 (火) ＰＴＡやごとり

運動会係活動 詳しい時間等は、各学年からのたよりをご覧ください。

６月の主な行事予定

児童の交通事故防止について
全国的に児童が被害に遭う交通事故の発生件数が増

えています。交通事故を未然に防ぐために学校で交通事
故防止について指導しているところですが、ぜひ、ご家
庭でも、ご指導いただきますようお願いいたします。
①交差点では一時停止や安全確認を確実に行うこと。
②自動車等巻込み事故に遭わないため、交差点を通過す
る際は、左折する自動車等に十分注意をはらうこと。

③自転車を運転する時は、運転に集中し、前方や左右の
確認を十分行えるよう「ながら運転」は絶対にしない
こと。

④自転車に反射材をつける、昼間でもライトを点灯する
など相手(周囲)から認識されやすい工夫をすること。

運動会の色別組み合わせが決まりました！
４月１３日（水）の児童集会で学級の色分けが行われました。

赤組 黄色組 緑組
１－１ １－２ １－３
２－２ ２－１・２－３ ２－４

３－１・３－２ ３－３ ３－４
４－２ ４－３ ４－１
５－２ ５－３ ５－１
６－２ ６－３ ６－１

親子の市内まるごとクリーン作戦
実施日 ５月１４日(土)（雨天の場合は中止）
会 場
①新河岸川の清掃…AM9:00 志木市役所庁舎前集合
②各町内会の清掃…AM9:00開始 自宅から志木二小まで
※両会場とも10:30終了予定です。
※「元気いきいきポイント対象事業」ポイント手帳持参（65才以上で登録済みの方）
◎中止の場合は、AM8:00に市ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ及び防災無線でお知らせします.

配信メールの登録について
４月当初、ご家庭へ配信メール登録のご案内をさせて

いただきました。おかげさまで、多くの保護者の方々に
ご登録をしていただきました。まだ、登録がお済みでな
い方にも登録ができるよう手配をいたしました。５月１
３日（金）までに登録を済ませていただきますようお願
いいたします。

本校を会場に「逆上がりができるぞ教室」が開催されます
日時：５月２１日（土）１０時～１２時

（受付９：４５～）雨天中止

場所：志木市立志木第二小学校（本校運動場） ※参加無料

参加対象：幼児及び小学生※小学生未満のお子様は保護者同伴

申し込み：申込用紙記入の上担任又は、志木市教育委員会学校教

育課までお申し込みください。

【交通事故防止の５つの行動】
「もしかして・とまる・みる・まつ・たしかめる」
（危険予測）（一時停止）（安全確認）（安全確保）（再確認）

－新しい教職員の紹介－よろしくお願いします。

武藤 泰夫 理科支援員
酒井 志織 志木第二中学校区スクールカウンセラー

感謝の気持ちを込めて…「離任式」
４月２２日（金）志木二小から

転任した教職員と児童がお別れを
する離任式が行われました。お世
話になった教職員に感謝の気持ち
を込めてて書いた手紙や花束を贈
呈しました。

５月の主な行事予定
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